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令和元年度目標管理制度の総括 

市では、組織としての思いを共有し、市民の皆様に市の目標と達成度を見える化する目標管理制度を運用しています。 

この度、令和元年度における結果がまとまりましたので、報告します。 

 

令和元年度目標管理は・・・ 

 総合計画後期基本計画、行財政改革大綱後期基本方針に基づいた取り組みに加え、課独自の

取り組みを行い、多くの成果が生み出されました。 

 令和元年度当初に立てた目標の達成率は、下記のとおりです。 

 

令和元年度 目標管理制度全体の評価※ 

１53項目     85.0％達成 

（評価A（目標とした成果水準を達成）の割合） 

 

 令和元年度の全体の評価から見ても、市の目標として掲げた将来都市像「人と人 人とみど

りが響きあい 笑顔あふれる 東村山」の実現に向けた取り組みが推進され、後期基本計画

（方針）の進捗を図ることができました。 

 引き続き、更なる取り組みの推進を図っていきます。 

 

※ 評価の考え方 A 目標とした成果水準を達成 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大がなければ目標達成が見込まれた項目を含む） 

B 目標達成に向けて取り組みを行ったが、目標未達成 

C 取り組み未着手 
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令和元年度目標管理制度の主な成果 

令和元年度目標管理制度による各課の取り組みを通して、市の将来都市像実現に向けた歩みを着実に進めることができ

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標１ 
みんなで支え助け合う、
健やかにいきいきと暮ら
せるまち 

基本目標２ 
みんなが楽しく学び、
豊かな心を育むまち 

基本目標３ 
みんなでつくる安全・
安心とうるおいを実感
できるまち 

基本目標４ 
みんなが快適に暮らせる、
活力と魅力にあふれたまち 

• 新生児聴覚検査費用の助成の実施 
• 市内私立幼稚園の幼稚園型認定こども園への移行の支援(1園) 
• 民間移管した公立保育園（2園）に対する、公立保育所民間

移管ガイドラインに基づく支援等の実施 
• 学校施設を活用した児童クラブの開設準備完了（4校） 

• 市立小学校全校への校務支援システム導入 
• 東京 2020大会開催に向けたイベント開催 
• 市内小学生を派遣し中国蘇州市でのスポーツ・文化交流の実施 
• 下宅部遺跡出土品が国の重要文化財に指定予定 

• ごみ処理施設整備の基本方針策定 
• 自治会等における防犯カメラ設置の支援（3団体） 
• 「災害時における国立療養所多磨全生園の施設等の利用に関

する協定」の締結と、園内施設の防災備蓄倉庫としての使用
承諾 

• 多摩直下地震の避難想定数への対応に向けた防災備蓄の充実 

• さくら通り（都市計画道路 3・4・27号東村山駅秋津線）
の開通 

• 東村山駅東口駅前広場再整備等の検討の実施 
• 中国語版 SNSを活用した情報発信による観光振興 
• 「自治体クラウド」の導入に向け小平市と東久留米市とグル

ープワークによる検討の実施 

• 民間事業者提案の募集実施及び 27件の提案
採択 

• 時差勤務制度の拡大 
• 課税業務における AI-OCR・RPA の導入に
よる効率化 

• 本庁舎 1階窓口、総合案内の委託業者の統一
化及びフロアレイアウト変更による利便性向
上と業務の効率化 

• 広告掲載による東村山市全域地図「CITY 
MAP NAVITA」の発行 

• 公民連携による職員休憩室の 
多機能化 

• 中学校屋内運動場空調設備設置検討に向けた
調査の実施 

• 中学校給食（スクールランチ）理解促進に向

けた市内小学校 15校での試食会の実施 
• 第 2期東村山市子ども・子育て支援事業計画

の策定 

その他の取り組み 

東村山市第 4 次総合計画 後期基本計画 
（平成 28 年度～令和 2 年度）に基づく 

令和元年度版実施計画の取り組み 

第 4 次東村山市行財政改革大綱 後期基本方針 
（平成 28 年度～令和 2 年度）に基づく 

第 4次実行プログラムの取り組み 

※中国蘇州市：友好交流都市。中国は東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のホストタウン相手国でもある。 

※東京 2020 大会：「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」の略称。 
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目標管理制度による 

「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」に基づくまちづくりの推進 
平成 26年度より施行された「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」の中で、自治を進める基本原則である「情
報共有の原則」「市民参加の原則」「協働の原則」が示されています。目標管理制度で扱う項目においても、基本原則に沿
った取り組みが行われました。 
 

 基本原則に沿った主な取り組みは次のとおりです。 

 

情報共有 

• 訪中した派遣団等による「東村山市
・蘇州市スポーツ交流事業報告会」
の実施 

• 「東村山防災 navi」アプリによる有
事、平常時の防災情報の発信 

• 販路拡大を目指す事業者の連携を図
るための情報交換会の開催 

 

市民参加 

• 東村山市自殺対策推進計画の策定 
• 東村山市一般廃棄物処理基本計画の

改定に向けた市民ワークショップ等
の実施 

協働 

• 国立療養所多磨全生園創立 110周年
記念事業の実施 

• 第 3回八国山芸術祭の開催 
• 公民連携地域プラットフォームでの地

域事業者等との意見交換等の実施 
 

(1)情報共有の原則 
市は、市民に対し、市政に関する情報を
分かりやすく公表し、情報共有に努めま
す。 

(2)市民参加の原則 
市は、市民が自治の中心であることを基
本として、市民の参加の下にまちづくり
を進めます。 

(3)協働の原則 
市民及び市は、市内において活動をする
個人・団体と互いに自らの意思と責任の
もと、対等な関係で協働してまちづくり
を進めます。 
 

「東村山市みんなで進めるまちづくり基本条例」（抜粋） 

第 3条 自治を進める基本原則は、次の各号に定めるとおりとします。 

 



　　　全体の評価状況

（項目数、割合）

130 85.0% 23 15.0% 0 0.0% 0 153

会計課 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 1

経営政策部 18 85.7% 3 14.3% 0 0.0% 0 21

総務部 12 92.3% 1 7.7% 0 0.0% 0 13

地域創生部 12 85.7% 2 14.3% 0 0.0% 0 14

市民部 9 81.8% 2 18.2% 0 0.0% 0 11

環境安全部 8 88.9% 1 11.1% 0 0.0% 0 9

健康福祉部 18 85.7% 3 14.3% 0 0.0% 0 21

子ども家庭部 13 81.3% 3 18.8% 0 0.0% 0 16

資源循環部 4 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 4

まちづくり部 26 78.8% 7 21.2% 0 0.0% 0 33

教育部 10 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 10

評価の考え方

A 目標とした成果水準を達成（新型コロナウイルス感染症の感染拡大がなければ目標達成が見込まれた項目を含む）

B 目標達成に向けて取り組みを行ったが、目標未達成

C 取り組み未着手

全体

評価
未評価
項目数

総項目数
A B C
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目標管理シートの見方

【○○部長　　東村山　太郎】

人員 ●人 予算規模 ●●●●千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1 ●●課 総計 A

●～～～～～～～～～～～～～～
～～～～～～～～～～。

・～～～～～～～。

●～～～～～～～。

2 ▲▲課 行革
【行革】

B ●～～～～～～～～～～～～。

3 ××課 その他 A ●～～～～～～～～～～～～。

特記事項
●

・ 東村山市第4次総合計画 平成31年度版（令和元年度版）実施計画

・ 第4次東村山市行財政改革大綱 第4次実行プログラム

本シートは、以下に掲げる項目の中から実施項目を抽出し、部ごとに再構成しております。なお、組織改正に伴い、以下に掲げる項目と本シートに記載されている課名が一致しないこ
とがあります。

～～～～～～～ ◆◆◆◆◆◆◆

項　目 目　標

～～～～～～～
・□□□

・○○○

～～～～～～～ □□□□□

令和元年度目標管理シート

市の目標

部の目標

将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現

○○○○○○

部の概要

【部の目標】市の目標に基づいて、部が
掲げる目標です。

【市の目標】東村山市第4次総合計画 基
本構想における将来都市像の実現を市の
目標として定めています。

【総計・行革・その他】目標管理で扱う取り
組みの区分です。
総計：東村山市第4次総合計画 平成31年度版
（令和元年度版）実施計画
行革：第4次東村山市行財政改革大綱 第4次
実行プログラム
その他：上記計画以外の個別計画や課独自の
取り組みなど

【項目】取り組み内容を端的に表しています。な
お、下記計画に基づく取り組みは、それぞれの計
画における事業名またはプログラム名を使用して
います。
（計画）
・東村山市第4次総合計画 平成31年度版（令和元
年度版）実施計画
・第4次東村山市行財政改革大綱 第4次実行プロ
グラム

【No.】部目標管理
シートにおける番号で
す。

【課名】取り組み
を行う課の名称で
す。

【評価】取り組み項目に関して掲げた目標の達成
度を確認し、A、B、Cの3段階で評価します。目標
が複数ある場合は、すべて達成した場合をAとし
ます。
〈評価の考え方〉
A 目標とした成果水準を達成
（新型コロナウイルス感染症の感染拡大がなけれ
ば目標達成が見込まれた項目を含む）
B 目標達成に向けて取り組みを行ったが、目標
未達成
C 取り組み未着手

【目標】取り組み項目に対して、令和元年度末ま
でに到達する目標を端的に表しています。ひとつ
の項目に対して複数の目標を掲げている場合もあ
ります。

【成果又は課題】目標管理で扱った取り組みにつ
いて、令和元年度末時点での成果又は課題を記載
しています。

●：目標の達成度を評価するにあたっての、成果

又は課題
・：目標を達成するための取り組み内容の詳細な
ど
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【会計管理者　　野口　浩詞】

人員 9人 10,943千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1 会計課 行革 B

●一般会計等財務書類を関係所管と調整しながら
作成したが完成に至らなかった。
・関係所管と調整し業務支援委託業者と確認しな
がら進めたが完成に至らなかった。

令和元年度目標管理シート

項　目 目　標

会計課の概要
会計課の目標 正確かつ確実な出納管理及び執行
市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現

予算規模

財政状況についての認識の共有
平成30年度決算における一般会計等財務書類を円滑に
作成する。

7



8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



【経営政策部長　　間野　雅之】

人員 44人 5,445,323千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
秘書広報

課
総計 A

●令和元年7月に実施した広報・広聴研修や適宜実施し
ている「最近のFacebook」の報告等でタブレットの活
用や動画投稿促進について周知した。
（使用実績　令和2年3月31日時点38件）

● 動画編集ソフトを活用した動画投稿に向け、所管へ
周知した。
（動画編集ソフトを活用した動画投稿数　令和2年3月
31日時点7件）
　
●SNSの特徴と当市で行っている情報発信について検
証し、新たなSNSの導入についての検討を行った。

2
秘書広報

課
行革 A

●市報運用ルールの検討を行い、令和2年3月に「市報
ひがしむらやま発行マニュアル」を作成した。

3
秘書広報

課
行革 A

●市民からの声について令和2年3月に更新し、庁内共
有を行った。
　
●広報・広聴研修や各所管への情報提供等を通じて、庁
内共有に関する周知を図った。

令和元年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現
部の目標 情報の発信と課題の共有により、オール東村山で新しい時代の扉を開く

広報・広聴手段の市民への更なる浸透
市民にとってよりわかりやすい情報発信を行っていくた
め、市報掲載の基準や編集の手引き等をまとめた「市報
運用ルール」を作成する。

市民からの声（意見・要望・提案等）の共
有化

市民からの声の庁内共有した情報の更新と周知を図る。

部の概要 予算規模

項　目 目　標

ＳＮＳによる情報発信の充実

・市Facebookの投稿についてタブレット端末を活かし
た利用増を図る。

・新たなSNSによる情報発信について検討を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

4
企画政策

課
総計 A

●以下のイベントを開催した。
〈イベント内訳〉
・散策ツアー：平成31年4月7日開催
・語り部講演会（第1回）
  令和元年6月1日開催
・語り部講演会（第2回）
  令和元年12月7日開催
・清掃ボランティア
　令和元年5月10日開催
　令和2年3月14日
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止

※多磨全生園創立110周年記念事業
・親子で学ぶ多磨全生園（第1回）
　令和元年10月19日　雨天中止
・親子で学ぶ多磨全生園（第2回）
　令和元年11月30日開催
・映画「あん」上映会＆トークショー
   令和2年2月29日
   新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止

・各イベントの実施にあたり、多磨全生園入所者自治会、及
びNPOほか関係団体等と連携した。

5
企画政策

課
総計 A

●市センター地区整備構想の検討にあたり、以下の会議
を開催し、骨子（案）をまとめた。

・市センター地区整備構想検討会議を、令和元年7月9
日に第1回、令和2年1月14日に第2回を開催した。

・市センター地区整備構想作業部会を、平成31年4月
19日に第1回、令和元年5月24日に第2回、同年6月6
日に第3回、同年9月27日に第4回、同年10月30日に
第5回及び同年12月10日に第6回を開催した。

・令和元年10月30日に先進事例として中野区役所周辺
の視察を行った。

6
企画政策

課
行革 B

●令和元年11月16日に東村山市版株主総会を開催し、
市政報告を行った。参加者アンケートにおける理解度は
88.2%ではあったものの、参加された多くの方
（96.1%）から「市政に対する関心が高まった」と回
答いただき、株主総会の目的達成に寄与した。

市主催の「人権の森」構想推進イベント（散策ガイド、
語り部講演会、清掃ボランティア及び多磨全生園を学ぶ
講座）に加え、多磨全生園創立110周年記念事業を開催
する。

市センター地区整備構想の検討 市センター地区整備構想の骨子（案）をまとめる。

東村山市版株主総会の継続開催
参加者アンケートにおける市政運営についての理解度
90.0％以上

人権の森構想推進事業
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

7
企画政策

課
行革 A

●関係所管に周知し、東村山市全域地図「CITY MAP
NAVITA」を無料で作成し配布を行うことができた。

8
行政経営

課
行革 A

●平成29年度決算にかかる財務書類を活用して、一部
他自治体と比較をし、運用における課題の把握を行っ
た。
・新公会計制度普及促進連絡会議が行う「公共施設等に
関する自治体間比較」の分析に参加し、他自治体と共に
公会計を活用した分析を行った。

9
行政経営

課
行革 A

●働きやすい職場環境づくりプロジェクトチームを中心
に、庁内で民間活力導入事例の説明会の実施や先進事例
の紹介等を行い、導入検討を支援した。

●本庁舎1階窓口等の委託業者統一化に関して支援を
行った。

10
行政経営

課
行革 A

●関係所管と協力し窓口業務における利用者の利便性向
上、業務効率化のために、本庁舎1階窓口について委託
業者の統一化を支援した。
・各業務間の円滑化・連携強化、窓口スペース等フロア
の効率的な活用等を目的としてプロポーザルを実施し、
令和元年10月1日から本庁舎1階窓口等（市民課、保険
年金課、庁舎総合案内、電話交換）の委託業者を統一し
た。

11
行政経営

課
行革 A

●土地開発公社の保有土地の買戻しや先行取得に際し
て、関係各課への支援を行った。

12
行政経営

課
行革 B

●補助金見直しガイドライン（案）の策定に向けて、調
査によって把握した課題を元に検討を行ったが、協議に
は至らなかった。

13
行政経営

課
行革 A

●国が作成した「債権管理に関する事例報告書」につ
き、債権管理所管と情報共有を行い、自治体における債
権管理の課題を把握した。

補助金見直しガイドラインの策定
補助金見直しガイドライン（案）の策定に向けて、調査
によって把握した課題を元に課題に対する協議を行う。

債権管理強化の検討
債権管理に関する庁内体制について現状の課題を整理
し、関係所管と協議を行う。

ワンストップサービス機能の導入
窓口サービスの利便性向上に向けて関係所管と協議を行
い、取り組みを実施する。

土地開発公社の経営改革の継続
土地開発公社の保有土地活用について、働きかけを行
う。

行政内部評価制度導入の準備
行政内部評価制度の施行運用に向けて、運用における課
題の把握を行う。

民間活力の導入の検討（窓口業務）

民間活力の導入の検討（その他業務）
民間活力の導入検討を支援する。

広告収入の拡充

新たな広告収入を導入し収入を増加させるだけでなく、
広告収入を活かし事業費を軽減させるといった視点も含
め、庁内外へ広く働きかけるとともに庁内への周知を推
進する。

11



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

14
資産マネ
ジメント

課
行革 A

●普通財産2件について、インターネットオークション
へ2度（令和元年8月及び同年10月）出品した。

15
資産マネ
ジメント

課
行革 A

●令和元年6月に庁内向けマニュアルを作成し、庁内説
明会を実施した。

●令和元年7月に「令和元年度 民間事業者からの提案
公募要領」に基づき提案を募集した。
・令和元年7月及び同年9月に公民連携地域プラット
フォームで民間事業者提案制度をテーマとしたセミナー
や地域事業者等との意見交換を行った。

●令和元年11月に34件の提案を審査し、27件を採択
した。

16
資産マネ
ジメント

課

総計

行革
A

●平成31年4月15日号の市報で出張講座の開催を周知
した。
・令和元年度末までに4回開催し、47名が参加した
（平成27年度からの累計参加者数は1,150名となっ
た）。

●公共施設再生計画庁内検討会議を3回開催し、公共施
設等総合管理計画の改定及び個別施設計画の策定につい
て議論した。

17
資産マネ
ジメント

課

総計

行革
A

●関係課と受託者との業務報告会を定期開催したほか、
受託者と資産マネジメント課の定例会議により進捗管理
を適正に行った。
・各種報告書などは関係課と適宜データ共有し、内容確
認等を適切に行った。

●受託者と関係課と共同で点検マニュアルを作成し、維
持管理業務の水準を向上させた。

民間事業者提案を募集する。

市有財産の整理・売却・活用 インターネットオークションを実施する。

公共施設再生計画の推進

・公共施設再生計画出張講座を継続実施する。

・公共施設等総合管理計画の改定を検討する。

・個別施設計画の策定を検討する。

「東村山市と民間事業者との公民連携によ
るまちづくりに関する基本方針」の推進

公民連携による施設管理業務の包括化

包括施設管理委託の推進

・業務を安定運用する。

・受託者と協議し公民連携による付加価値提案を適宜実
施する。

12



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

18 財政課 行革 A

●市ホームページにて、財務書類と概要説明を令和元年
8月に公表、同年12月に他団体比較を追加した。
・一般会計等財務書類、全体財務書類、概要説明を先行
し、そののち連結財務書類を公表した。他団体資料の公
表後、比較分析し令和元年12月に概要説明に追加し
た。

●財政白書の項目や資料の追加、表現の見直し等を行っ
た。
・財務書類が作成中のため、財政白書単体で発行、公表
した。
・寄附金税額控除、財政状況に関する市報掲載記事を新
たに掲載した。見出しの表現、FAQ等の内容を簡潔に
し、わかりやすいグラフとなるよう工夫した。

19
情報政策

課
総計 A

●３市職員による業務分野ごとに分かれたグループワー
クにて、業務標準化や帳票の共通化の検討などを進め、
情報提供依頼（RFI）やシステムデモンストレーション
を実施した。

●システム事業者からの情報提供の結果分析等を行いな
がら、３市職員によるグループワークを重ね、次期シス
テムの機能要件・調達仕様書の作成に向けた検討を行っ
た。

20
情報政策

課
行革 B

●現状公開済みデータの東京都の統一フォーマットへの
適合状況を洗い出し、変換作業に着手したが、緯度経度
座標データの取扱いなどの作業上の課題もあり、公開ま
でには至らなかった。

21
情報政策

課
行革 A

●スマート自治体実現のため調査研究業務を委託し、先
進技術に関する情報を整理するほか、情報基盤を整備す
る為の提案を受けた。さらに、情報化推進委員会に挙げ
られた業務改善ツールについて働きやすい職場環境づく
りプロジェクトチームとともに検討しAI会議録作成ツー
ル、多言語対応のためのタブレットを予算化した。

広域行政圏協議会の構成市である小平市と東久留米市と
ともに住民情報システムの共同利用による「自治体クラ
ウド」の導入に向け、3市で連携しながら業務標準化の
検討等を行う。

自治体クラウド

情報インフラの機能向上と業務改善ツール
の検討

働きやすい職場環境づくりプロジェクトチームを通じ
て、業務改善ツールの検討を行う。

オープンデータの公開
『東京都オープンデータカタログサイト』での公開を行
う。

財政状況についての認識の共有
統一的な基準による地方公会計制度に則った財務書類を
公表する。
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【総務部長　　東村　浩二】

人員 41人 8,201,784千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1 総務課
総計
行革

A

●公共施設におけるサインのユニバーサルデザイン化に
向けた基本計画を策定した。

●本庁舎1階を来庁者の導線等を踏まえた執務室配置に
するとともに、什器類の入替を実施した。

●本庁舎4階の間仕切り壁を撤去し、部内の連携を図っ
た。

●本庁舎2階を簡易的なミーティングスペースや職員の
リフレッシュルームとするなど多機能化させ、働き方改
革を推進した。

2 総務課 行革 A
●本庁舎1階を来庁者の導線等を踏まえた執務室配置に
するとともに、窓口業務委託統一化を実施した。

3 総務課 行革 A

●多摩26市の市役所駐車場の有料化の実施状況につい
て調査を行うとともに、有料化を実施している国立市、
西東京市の視察、民間事業者から市場性の有無、実現可
能性等についてもヒアリングを実施した。

4 人事課 行革 A

●柔軟な働き方を実現するため、時差勤務制度を拡大し
た。

●時間外勤務時間数の上限を設定するとともに、時間外
勤務縮減に向けた取り組みを庁内に周知した。

●令和元年度の時間外勤務時間数は前年度より661.5
時間、率にして0.8％減少し、84,488.5時間となっ
た。

ワンストップサービス機能の導入 来庁者の利便性の向上を図る取り組みの検討・実施。

駐車施設のあり方検討
限られた駐車場を効率的かつ有効に活用するため、駐車
場の有料化について検討する。

職員の健全性、組織の機能性、事務事業の生産性を高め、課題解決に取り組む

時間外勤務の抑制に向けた環境整備

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現

・時間外勤務時間前年度比減
（平成30年度　85,150.0時間）

・時間外勤務縮減の取り組みを庁内で共有する。

項　目 目　標

庁舎サインユニバーサル化の検討
庁舎施設の機能向上の検討

・公共施設におけるサインの在り方を検討し、今後の方
針を決定する。

・来庁者の利便性の向上を図る。

・執務環境の改善と業務の効率化を図る。

部の目標
部の概要 予算規模

令和元年度目標管理シート

15



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

5 人事課 行革 A

●経験者採用試験を実施し、土木分野と設備分野の専門
性を有する職員の採用を行った。

●研修負担金や職員自主研修助成金の活用促進のため周
知を行った。

●今後の経験者採用に活用していくため、経験者採用試
験で任用した職員の配属職場等への調査を実施した。

6 人事課 行革 A
●令和元年10月に各部にヒアリングを実施し、令和2
年1月に令和2年度組織案を決定した。

7 人事課 行革 B
●研修報告書により職員の研修に対するニーズを把握す
るとともに、他団体の人材育成計画に関する情報収集等
を行い、人材育成ビジョンの見直し方針を検討した。

8 人事課 行革 A

●計画に基づき、各種健康相談・検診、研修等を実施し
た。

●ストレスチェックを令和元年7月に実施し、その結
果、高ストレスと判定された職員に対しメール等により
面談を勧奨し、申し入れのあった職員と面談を実施し
た。

●ハラスメント防止研修を令和元年11月に実施した。

職員の健康保持増進
東村山市職員健康づくり第5次アクションプランに基づ
く健康保持増進活動を適切に実施する。

専門的な人材の経験者採用

・新入職員採用において、募集職種を「一般事務職（建
築・設備・土木含む）」と位置付け、一般事務職のほか
に専門的知識を持つ人材の確保に努める。また、必要に
応じて経験者採用試験を実施し、市の業務に求められる
専門知識及び経験を有する人材の採用を行う。

・研修負担金や職員自主研修助成金等を活用し、職員の
専門的知識の習得を図る。

・経験者採用の職員等へ調査を実施し、経験者採用後の
検証を行う。

組織機構の見直し
各部の課題や社会状況、市民ニーズを踏まえ、令和2年
度の組織体制を構築する。

人材育成ビジョンの適切な運用

職員には高度化する行政課題への対応に加え、働き方改
革や女性活躍推進の視点を踏まえた業務に対する取組み
姿勢が求められているほか、令和2年から現状の非常勤
職員が会計年度任用職員へと切り替わることとなり、地
方公務員法上の服務規程が適用となるとともに研修機会
の充実が必要となる。このため、社会状況、組織形態の
変化や研修報告書で把握したニーズ等を踏まえた人材育
成ビジョン（平成26年度版）の見直しを行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

9 人事課 行革 A

●人事評価の昇給反映については、令和2年度より全職
員に反映することを決定した。

●令和元年5月に被評価者訓練を、同年10月に評価者
訓練を実施した。

●人事評価システム導入に向けて、当市の運用に合わせ
た評価様式を設定した。

10 営繕課 その他 A
●令和元年度の工事・委託について、適正価格・適正工
期にて設計を行い、それに基づいた工事監理を行い、遅
延の無い進捗管理に努め、当初予定の通り完了した。

11 契約課 その他 A

●令和2年4月の民法改正に伴い、国や都からの通知を
踏まえ、すべての契約約款を見直すとともに、新たに工
事委託の約款案を作成し、入札制度等検討委員会にて審
議し決定した。また、これらを令和2年2月に庁内へ周
知した。

12 法務課 その他 A

●外部講師を招くなど、全職員、新入職員、係長職等の
対象を分けて計5科目の研修を実施した。

・外部講師を招き「民法研修」を令和元年7月に実施し
た。

・新入職員に対し「法務研修」「法令のよみ方研修」を
令和元年11月に実施した。

・係長職等に対して「債権管理研修（基礎編・実務
編）」「行政手続制度研修」を令和2年1月に実施し
た。

13
行政不服
審査制度
担当

その他 A
●令和2年1月27日、行政不服審査法研修（受講者12
名）を実施し、行政不服審査法の実務運用の理解を深め
た。

人事評価制度と給与体系の関連付けの実
施、検証

人事評価結果の昇給反映について、対象を全職員に拡大
する。

公共工事の質の確保

・今年度の工事委託について、過不足のない設計を行
う。

・安全性、耐久性、美観等の質を確保しながら、受注者
への管理監督を適正に行い、予定工期内に完了させる。

契約標準約款の見直し
工事・物品・委託等の契約約款について総合的に見直し
を図る。

組織内部の自治体法務能力の向上
庁内で抱える法的課題の傾向に応じた法務研修を実施す
る。

組織内部における行政不服審査制度への理
解力の向上

処分庁が審査請求の相談を受けた際の初動窓口対応を含
めた行政不服審査法の実務運用について研修を実施し、
組織内部の理解を深める。
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【地域創生部長　　武岡　忠史】

人員 21人 881,856千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
産業振興

課
総計 A

●7経営体の農家に対し、都市農地保全支援プロジェク
ト補助を行った。
・防災兼用農業用井戸、土留めフェンス等の設置を希望
する農家と協議を行い、事業を実施した。

●7経営体の農家に対し、都市農業活性化支援事業補助
を行った。
・東村山直売会に説明会を開催するとともに、事業実施
に向けた協議を行った。

●1経営体の農家に対し、農地の創出・再生支援事業補
助を行った。
・空き家解体撤去、土壌整備等を希望する農家に事業を
実施した。

2
産業振興

課
総計 A

●令和元年度における地場野菜の使用割合は、
13.27%となり、目標数値を上回った。
・学校給食地場野菜納入会議を年3回開催し、地場野菜
の日の野菜の選定等協議し、使用率の向上に努めた。

●マルシェ久米川を通年で開催した。
・マルシェ久米川への出店要請を継続して行うととも
に、8周年イベントを開催し、認知度向上に努めた。

3
産業振興

課
総計 A

●地区別座談会において、農協「新鮮館」の建替えに伴
う協議を実施した。
・スポーツセンター及びサンパルネにおいて、夏季及び
冬季限定でマルシェを実施するとともに、文京区体育館
において文京マルシェを実施した。

都市農地保全の推進

・都市農地の多面的機能を発揮し、市民の農業への理解
を醸成するため、都市農地保全支援プロジェクト補助金
を活用する農家を5経営体以上とする。

・果樹の出荷体制を強化し、東村山農業の安定的な継続
を図るため、都市農業活性化支援事業補助金を活用する
農家を5経営体以上とする。

・都市農地の減少に歯止めをかけ、農地の確保及びその
有効活用を図るため、農地の創出・再生支援事業補助金
を活用する農家を1経営体以上とする。

地産地消の推進

農産物等共同直売所設置の検討

・学校給食における地場農産物の使用比率を12.5％以
上とする。

・マルシェ久米川を継続的に開催する。

農産物等共同直売所設置に向け、地元業者と協議する。

令和元年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現
部の目標 地域創生部元年に蒔いた種を確実に成長させ　自己実現が図れる”たのしむらやま”なまちをつくる


部の概要 予算規模

項　目 目　標
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

4
産業振興

課
総計 A

●12農家に対し、果樹苗木の補助を行った。

●果樹組合にブランド化補助の説明を行い、赤キウイの
ブランド化に向けて協議した。

5
産業振興

課
総計 B

●市の融資制度紹介や窓口相談、また、各支援機関が実
施する創業塾・セミナーの開催支援、周知を実施し、１
６人が創業した。
・市創業相談窓口による相談（26件）
・市融資制度の利用及び補助制度の利用（特定創業2
件）
・商工会による創業塾の開催（3回実施。内1回市施設
利用）
・連携機関による創業セミナー・創業塾の開催（一部市
施設利用）
・小平市との共催により、小平市内で創業セミナーを開
催

6
産業振興

課
総計 A

●観光客流入に向けた認知獲得のため、中国人インフル
エンサーを活用した計３回のプロモーションを行い、約
815万PVを獲得した。

●東京観光情報センター（新宿・立川）で、菖蒲まつり
PRを実施した。

●鉄道事業者ウォーキングイベントを開催し、市外から
多くの来場者を誘客（参加者1,759名）するととも
に、参加者記念品として地域ブランド「里に八国」関連
商品を頒布（750個）した。

7
シティ

セールス
課

総計 A

●支援対象事業者への伴走型支援（ハンズオン支援）を
実施し、令和2年2月17日に支援事業者の連携を図るた
めの情報交換会を開催すると共に、「東村山市ハンズオ
ン支援事例集」を作成した。

観光事業の推進

・菖蒲まつりをはじめとした市内観光コンテンツの周知
方法を拡充する。

・東村山観光振興連絡会事業として、鉄道ウォーキング
イベントを誘致し、市外からの誘客や地域ブランドPＲ
を行う。

市内事業者の販路拡大支援
支援対象事業者への伴走支援、市内事業者を結ぶ商品開
発やイベントへの支援、市内事業者・関係機関による成
果報告会及び事業成果リーフレットの作成を行う。

農産物ブランド化推進事業

創業支援事業の推進

ブランド化補助を活用する農家を5経営体以上とすると
ともに、赤キウイのブランド化に向け、東村山果樹組合
と協議する。

東村山市内において、年間17件の創業者を創出する。
（東村山市創業支援事業計画）
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

8
シティ

セールス
課

総計 B
●市ホームページに市内物件情報等を公開したが、具体
的な営業活動には至らなかった。

9
シティ

セールス
課

総計 A

●ジョブシェアセンター東村山において35名の雇用を
達成した。

・東村山就職情報室、ほっとシティ東村山、障害者就労
支援室との連携による就労が実現した。

・ジョブシェアセンターの運用状況について四半期ごと
に関係機関との情報交換会を開催した。

10
シティ

セールス
課

総計 A

●ウェルカムガイドを近隣市にある住宅展示場や、市内
モデルルーム等に配架し、来場者へ配布した。

●多摩六都科学館で開催される市民感謝ウィークに合わ
せてプロモーション動画を放映した。

11

東京2020
オリンピッ
ク・パラリ
ンピック推

進課

総計 A
●蘇州市外事弁公室や東村山市サッカー協会などと協
議・調整を行いながら、子どもたちの安全・安心に配慮
しつつ東村山市・蘇州市スポーツ交流事業を実施した。

12

東京2020
オリンピッ
ク・パラリ
ンピック推

進課

総計 A

●市報や市ホームページ、facebook等を活用して参加
者を募集し、オリンピック1年前イベント（令和元年7
月30日）には約250名、パラリンピック1年前イベン
ト（令和元年8月24日～30日）には888名に参加が
あった。

●市内の全小中学校にて学校給食で中国料理を提供する
china week(令和元年12月9日～13日)を実施した。

●上記の取組を通じて市内での気運醸成やホストタウン
啓発を行った。

関係団体及び関係各課と協議・調整を行いながら、友好
交流都市中国蘇州市などとのスポーツ交流事業を実施す
る。

東京2020オリンピック・パラリンピック
を契機とした国際スポーツ交流事業

ジョブシェアセンター東村山における雇用拡大を図る
（スタッフ数35名）。

公民連携による雇用創出

東京2020オリンピック・パラリンピック
を契機とした市民スポーツの推進

東京2020オリンピック・パラリンピック開催の気運を
醸成させるため、市民参加型のイベント実施やホストタ
ウン啓発などを行う。

地方の中小企業の首都圏進出拠点形成支援 都内進出を検討する中小企業等に営業活動を行う。

シティプロモーションの推進
これまで作成したシティプロモーションツールを活用し
たシティセールスを行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

13
市民ス

ポーツ課
総計 A

●令和元年7月31日～8月3日の期間において、市内の
小学校15校より選出された派遣団20名（引率者5名）
で、中国蘇州市を訪れ、現地の小学生とスポーツや文化
等の交流を行った。

●令和元年9月25日に中央公民館ホールにおいて、市
民を対象に訪中した派遣団による報告会を開催し、約
400名の参加があった。

・中国蘇州市とのスポーツ交流事業の実施に向け、選手
選考や事業内容等について、平成31年4月より、
「（公社）東村山市体育協会」及び「東村山市サッカー
協会」と協議し調整した。

・中国蘇州市を訪問の際は、東村山市サッカー協会より
引率者として5名が同行した。

14
市民ス

ポーツ課
総計 A

●令和2年1月11日に、パラリンピック競技の用具を体
験できる「パラスポーツ運動会」を開催し、104名の
参加があり、東京2020パラリンピック競技大会の気運
醸成へとつながった。

・本事業の開催において、スポーツ推進委員会やオリパ
ラPTの職員と連携した。

・対象となる小中学校には、チラシを配布し周知を図っ
た。

・（公社）東村山市体育協会と連携し、小中学生を対象
としている協会や連盟等へチラシを配布し広く周知を
図った。

東京2020オリンピック・パラリンピック
を契機とした市民スポーツの推進

東京2020オリンピック・パラリンピックに対する理解
促進を図り、市民の気運を醸成する事業を実施する。

東京2020オリンピック・パラリンピック
を契機とした国際スポーツ交流事業

友好交流都市中国蘇州市などとのスポーツ交流事業を実
施する。
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【市民部長　　清水　信幸】

人員 89人 374,332千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1 市民課 総計 A

●窓口に特設コーナーを設け、マイナンバーカードに貼
付するための写真の撮影サービス事業（無償）を実施し
た。

●啓発用ポスター・チラシを作成し、グリーンバスや市
内公共施設に掲出した。

2 市民課 行革 A
●市民課、総務課、保険年金課の委託業者を統一化し、
1階窓口の利便性向上と業務の効率化を図った。

3 市民課 行革 A

●コンビニエンスストア交付サービスと地域窓口サービ
スの利用状況の推移を比較・検証を行った。

●JA東京みらい恩多支店内窓口を廃止し、恩多ふれあ
いセンターに業務を統合した。

・地域窓口にて利用等についてのアンケートを実施し
た。

ワンストップサービス機能の導入
転入・転出に関する一連の行政手続きについて現状の整
理をし、手続きのあり方について検討する。

部の目標 更なる親切窓口の推進と、市民のいきいきとした暮らしの実現
部の概要 予算規模

令和元年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現

項　目 目　標

住民票等のコンビニエンスストアでの交付推進のため
に、マイナンバーカードの交付増に向けた啓発を行う。

住民票等コンビニエンスストア交付事業

地域における窓口サービスのあり方検討
コンビニエンスストア交付サービスの利用状況を整理
し、今後の地域窓口のあり方について検討する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

4
市民協働

課
総計 A

●自治会加入率多摩26市中7位を維持した。
・自治会調査により自治会の現状及び課題を把握し、自治会
活性化委員会の活動や自治会フォーラムの開催内容等に活か
した。
・自治会活性化委員会の定例会を6回、グループ会議を3回、
自治会からの要望により自治会ヒアリングを1回開催するな
ど、自治会の活性化を検討した。また、市主催の総合防災訓
練と地域マッチングイベントにブースを出展し、自治会加入
促進活動や自治会相談を実施した。
・自治会フォーラムでは「むすんで　ひらいて　つながりづ
くり」をテーマに、女性講師による男女共同参画や多様性を
意識した自治会の運営方法を学び、席替えをしながらのグ
ループワークでは、62名の参加者が多くの情報交換を行っ
た。また、昨年度の自治会フォーラムのグループワークを
きっかけに地域連携が生まれ、取組事例の発表を行った。

5
市民協働

課
総計 B

●地主と交渉を続けたが、建設予定地を絞り込むまでに
は至らなかった。
・個人資産に関わることであるため、地権者の意向を踏
まえつつ、慎重かつ丁寧に協議を進めていく。

6
市民協働

課

総計

行革
A

●市民協働講座（研修）を2回開催し、協働マニュアル
に基づく市民と行政の役割分担の考え方を共有し、活動
資金についても安定した活動基盤に資する集め方の一つ
として会費と仲間づくりについて意識啓発をすることが
できた。

・よろず交流会運営委員会を7回開催し、協働による団
体交流や課題抽出、情報共有への支援を行った。

●協働に関する意識啓発及び協働ガイドラインの改定に
向けた事業や検討を進めた。

・「市民と行政の協働に関する検討委員会」を3回開催
し、市民ネットワークの構築および協働の仕組みについ
て合意形成を図ることができた。

・協働に関する意識啓発を行う。

・協働ガイドラインの改訂に向けた適正運用の考え方を
まとめる。

自治会の活性化 自治会加入率多摩26市7位以内

野口町地域集会施設建設事業 建設予定地を絞り込む

市民協働の促進

市民協働の促進に向けた環境整備
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

7
市民相

談・交流
課

総計 A

●「災害時要援護者支援マニュアル」の見直しにおいて、災害時に
協力いただける市民について把握することが見直しの手がかりとな
る。災害時外国人支援の要となる「災害時多言語支援センター」の
講座実施をとおし、それらの協力者の把握と、最新の登録ボラン
ティアの人数や情報を把握することで見直しの手がかりとした。

・多言語支援センターの運営にかかる訓練として、市民カレッジに
て令和元年9月28日（土）に、「災害時多言語支援センター立ち上
げ研修」を実施し、23名の参加があった。また、災害時外国人支援
ボランティア養成講座としても、令和元年10月5日（土）「多言語
支援センターの語学ボランティアの役割とは～ワークショップを通
じて学ぶ～」を実施し、41名の参加があった。

・災害時の外国人支援の担い手となる災害時外国人支援ボランティ
アについて、過去登録されたボランティアに再登録の意志を確認
し、ボランティア登録情報を更新したことによって、災害時外国人
支援の準備を整えた。令和2年3月末時点でボランティア登録者数は
42名となった。

8
市民相

談・交流
課

総計 A

●蘇州市より中国人留学生を受け入れ、その事業を情報
発信することにより、東京2020オリンピック・パラリ
ンピック競技大会におけるホストタウンとしての気運醸
成につなげた。
・市民宅へのホームステイや地域行事への参加により、
市民との交流を深めた。
・「東村山市・蘇州市スポーツ交流事業報告会」、「パ
ラスポーツ運動会」、「語学学習者による多言語スピー
チ大会」等の市の行事への参加を市ホームページで発信
し広く市民に国際交流の様子を周知した。

災害時外国人支援ボランティア養成事業
多言語支援センターの運営にかかる訓練として、災害時
外国人支援ボランティア養成講座の実施及び「災害時要
援護者支援マニュアル」の見直しのための準備を行う。

東京2020オリンピック・パラリンピック
を契機とした国際文化交流事業

東京2020オリンピック・パラリンピックにおけるホス
トタウンとしての国際交流の一環として、中国人留学生
を受け入れ、気運醸成につなげる。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

9
市民相

談・交流
課

総計 A

●毎週木曜日の午前に交流室にて保育サービスを予約制にて提供した。
実施対象日が年間46日(新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め未実施の令和2年3月4回分は除外)の内、実施日は年間12日に留まっ
たが、利用延べ人数は18人、1日あたりの平均利用人数は1.50人と
なっており、実態に即したサービスの提供ができた。

・乳幼児健診にて、毎回事業のPRを行った他、男女共同参画推進ツ
イッター、就職情報室での情報提供などで事業の周知を図った。

・東京しごとセンター多摩と産業振興課がコンベンションホールにて共
同開催する「就職面接会in東村山」にも、出張型の保育サービスの提供
を行った（利用者は0人）。

●「東村山市女性のための就職支援事業」において、全10回の無料公
開セミナー参加者延べ50人、インターンシップコース参加者延べ6人、
事業者向けセミナー延べ6人の参加があり、結果1名が就職に結びつい
た。また、インターンシップ先以外の企業に2名が就職した。

・無料公開セミナー開始前の令和元年7月中旬から、市内の公立小中学
校及び私立幼稚園の全保護者に事業案内のチラシを配布した他、情報誌
の折込チラシやフリーペーパーへの広告掲載、駅貼りポスターなどの徹
底したPRを行った。

10 課税課 行革 A
●常時4業務、当初賦課事務期間には4業務追加し、計
8業務で稼働した。総削減時間は約896時間となった。

11 収納課 行革 B

●各料担当所管との情報共有等、連携強化により、収納
率の維持・向上策に取り組んだ。

・後期高齢者医療保険料：令和元年度徴収率99.0％
・介護保険料：令和元年度徴収率96.6％
・児童クラブ使用料：令和元年度徴収率98.0％
・保育所の利用者負担（保育料）:令和元年度徴収率
97.5％

・平均40件超（月）の臨戸徴収を実施。（後期高齢者
医療保険料）

・市税等滞納繰越分一斉催告にチラシを同封し、自主納
付、並びに納付相談に繋げた。

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童
クラブ使用料・保育所の利用者負担（保育
料）徴収率の維持・向上の取り組み

各保険料・使用料徴収率の維持・向上

・後期高齢者医療保険料（平成28・29年度平均
98.6％）
・介護保険料（平成28・29年度平均 95.8％）
・児童クラブ使用料（平成28・29年度平均 98.9％）
・保育所の利用者負担（保育料）（平成28・29年度平
均 98.7％）

ワーク・ライフ・バランスの推進

・東村山就職情報室利用者へ保育サービスを提供する。

・「女性のための就職支援事業」として、無料公開セミ
ナーを開催する他、インターンシップ(職場実習)生に対
し市内事業者等での職場実習を通して、地域での就職へ
繫げるとともに事業者の採用担当者等に対し人材採用・
教育・定着セミナーを開催し、就職後の女性が長く働く
ことのできる職場環境の整備を行う。

民間活力の導入の検討（その他業務）
AI-OCR、RPAを導入して職員の作業領域を見直し、業
務の効率化を図る。
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【環境安全部長　　平岡　和富】

人員 27人 2,513,639千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
地域安全

課
総計 A

●予定していた3団体について、防犯カメラの設置が完
了し、補助金交付及び東京都への請求についても完了し
た。

2
地域安全

課
総計 A

●200灯分の補助予算を確保の上事業を実施し、155
灯分の補助を実施した。

3
地域安全

課
総計 A

●地域住民も参加できるよう市報での広報だけでなく、
一中と三中の学区域にある自治会に通知をした。【一
中：令和元年5月18日（土）実施、約350名参加】
【三中：同年10月21日（月）実施、約460名参加】
参加者へのアンケートでは、90%以上から「今後、自
分の自転車の乗り方を見直す」と回答があった。

●警察署と連携し、子どもから高齢者までキャンペーン
を実施した。
小学校に対しては、交通安全教室を開催し、実技なども
行った。

●ナイトポリスを市内の危険個所に令和元年12月9日
までに35箇所設置完了した。

安全・安心まちづくりの推進
自治会等に対し防犯カメラの設置が必要とされる場所を
選定し、安全安心まちづくりの取り組みを行い、設置自
治会を3団体とする。

自治会防犯街路灯のLED化
補助希望自治会への補助を通して、自治会等が所有する
防犯街路灯のLED化の促進を図る。200灯分の予算の
範囲内で申請自治会に対して補助を行う。

交通安全対策の強化

・市立第一中学校及び市立第三中学校で実施するスケ
アード・ストレイト技法（プロスタントマンによる交通
事故再現）を用いた自転車安全教室への市民参加を呼び
かけ、参加者の自転車安全利用についてアンケートを実
施し、80％以上の意識改革を図る。

・小学校やPTAが主体となって交通安全運転教室を開催
し、交通安全意識の向上を目的とした交通安全教室事業
を市内全小学校に対して実施する。

・交通安全啓発看板（ナイトポリス）を市内の交通事故
発生地点や、危険個所を分析したうえで30基設置し、
適切な内容の啓発を実施する。

部の目標 安全・安心なまちのための着実な一歩
部の概要 予算規模

項　目 目　標

令和元年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

4
環境・住
宅課

総計 A

●職員の調査では所有者が確知できない1件の空き家に
ついて、法に基づく指導等が可能になる特定空家等に認
定した。
・特定空家等の認定にあたっては、特定空家等対策庁内
連絡会及び東村山市空家等対策協議会に諮り、意見をい
ただいた。
・所有者を確知できない2件の空き家について、司法書
士に権利関係の調査委託を行い、うち1件は所有者が不
存在であることが判明した。

5
防災安全

課
総計 A

●令和元年5月15日のシステム稼働以降、多くの利用
者が登録し、令和2年3月末時点で9,000名を超える登
録がなされた。

6
防災安全

課
総計 A

●平成30年度に続き、令和元年度も避難想定数分の数
量確保に向けて計画通り100,000個ずつ排便処理用品
の購入を行った。

7
防災安全

課
総計 A

●全生園及び全生園入所者自治会と「災害時における国
立療養所多磨全生園の施設等の利用に関する協定」を令
和2年2月19日に締結した。当該協定締結と合わせて、
全生園内の空き病棟内の一部を市の防災備蓄倉庫として
使用することについても承諾を得た。

8
防災安全

課
総計 A

●防災行政無線（移動系）デジタル化に伴う工事の実施
設計を終えた。

●工事にかかる予算を令和2年度予算として要求し、予
算化を図った。

災害時防災備蓄の充実
多摩直下地震の避難想定数である約23,500人分に対応
するため、100,000個の排便処理剤を備蓄する。

防災備蓄倉庫整備事業 新規防災備蓄倉庫の設置場所を検討する。

防災行政無線（移動系）デジタル化対応
防災行政無線（移動系）のデジタル化に向けた手法の検
討、決定及び予算化を図る。

災害時応急活動体制の強化
令和元年5月に防災naviシステムを本稼働させ、アプリ
登録件数3,000件以上とする。

住環境のマネジメント
所有者が不明であり、地域の生活環境に悪影響を及ぼす
空家等について、調査を行い、適切な対応の方策を判断
する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

9
公共交通

課
総計 B

●「ところバス吾妻循環」について、実証運行終了後の
運行停止を決定し、令和2年3月31日をもって運行を停
止した。
・地域公共交通会議で、実証運行の結果を報告し、判断
基準に基づく判断の上、合意形成を図った。
・所沢市と運行停止及び時期について協議を調えた。
・市としての方針を決定後、地域への説明会を行った。

●福祉施策や産業分野など幅の広い視点で、新たな移動
手段の検討をするための会議体を設置した。
・福祉分野、産業分野の担当所管と公共交通施策が抱え
る課題について、情報を共有した。
・「東村山市地域公共交通あり方検討会設置規則」を令
和2年1月27日に施行した。

地域公共交通事業の充実

・「ところバス吾妻循環」の実証運行終了後の方針を示
し、決定する。

・公共交通空白・不便地域の解消に向け、「新たな移動
手段」について検討し、福祉施策と公共交通施策との役
割を整理する。
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【健康福祉部長　　山口　俊英】

人員 121人

一般会計　　18,016,455千円
国保特別会計15,468,403千円
後期特別会計　3,765,901千円
介護特別会計12,693,377千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
地域福祉
推進課

総計 A

●近隣市と合同でフォローアップ研修を実施し、延べ
18名が参加した。

●市民後見人等の受任要件に該当した事例について、申
し立ての準備を進め、受任者が3名となった。

2
地域福祉
推進課

総計 B

●社会福祉センターの改修を一部実施し、令和元年12
月から福祉作業所および集会施設を再開した。

●令和元年9月に指定管理者と協定を締結し、10月以
後の指定管理による運営の再開及び令和2年度からの事
業拡大に向けた準備を実施した。
・オリンピックの開催準備や新型コロナウイルス感染症
の感染拡大により、工事の人員や資材の確保に影響が生
じたため、工期を令和2年8月末まで延伸した。

3
生活福祉

課
総計 A

●学習支援事業の卒業生が利用者であり、令和2年3月
末現在で52名の利用があった。
・高校を中退した利用者が再度高校受験に挑戦する意欲
を沸かせたケースがある。高校に在籍のない子の来所も
あるため、引き続きそうした子の今後の進路を具体的に
支援していく。
・訪問型の支援によって、来所のない利用者に対しても
義務教育終了以降の継続的な支援関係が構築でき、就労
までの切れ目のない支援の実施につながっている。

部の概要 予算規模

項　目

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現
部の目標 健康で元気に経済的にも自立した生活を、地域で続けていただくことで、住民福祉の向上を図っていく

目　標

市民後見人養成等事業

・市民後見人となった方へのフォローアップ研修を実施
し、受講いただく。

・市民後見人等の受任要件に該当する事例について、市
民後見人等の申立をする。

社会福祉センター就労支援・地域づくり推
進事業

社会福祉センターの改修を行ったうえで、令和元年12
月から福祉作業所及び集会施設を再開するとともに、令
和2年度からの事業拡大に向けた準備を行う。

学習支援充実事業
義務教育終了から就労支援まで切れ目のない支援を実施
する。

令和元年度目標管理シート
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

4
生活福祉

課
総計 A

●後発医薬品の数量シェア80.0％を維持した。（令和
2年2月実績91.4％）

●他法他施策のうち自立支援（精神通院）は延べ207
件を支援。難病医療費助成は延べ72件を支援した。

●長期入院患者等の施設または居宅移行支援として延べ
15件を支援した。

5
生活福祉

課

総計

行革
A

●生活困窮者の就労支援について職業紹介を含む就労支
援を展開した。その結果、令和元年度は、新規相談者数
が604名となり、就労決定率も90％を超える結果と
なった。

●平成29年度より就労支援と家計支援の二本柱で自立
促進を図った結果、その他世帯数は令和2年3月末で
329世帯となっており、目標を上回る結果となった。

●主管課長会において生活保護法及び生活困窮者自立支
援法に基づく事業の補助率の見直しと財政支援の充実を
国及び東京都に要請した。

6
介護保険

課
行革 A

●介護保険制度説明会を開催したことにより、より多く
の市民への制度説明を行うことができた。また、収納一
元化により、収納率の向上及び不納欠損額の減額が達成
された。

7
障害支援

課
総計 A

●関係機関との協議を行い、地域生活支援拠点を令和2
年4月1日から整備するための準備が完了した。

・市内の法人を対象に「地域生活支援拠点」についての
説明会を開催した。
・障害のある方を地域全体で支える仕組みづくりについ
て議論した。
・令和2年4月1日に市内の21法人と地域生活支援拠点
に関する協定を締結するための準備を行った。

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童
クラブ使用料・保育所の利用者負担（保育
料）徴収率の維持・向上の取り組み

・令和元年6月に介護保険制度説明会を開催し、市民の
理解促進を図る。

・収納課との連携をさらに強化し、過年度分の徴収につ
いて収納率の向上を図る。

生活困窮者及び被保護者就労支援事業

生活困窮者や生活保護受給者への自立支援

・生活困窮者について、就労相談者数に対する就労決定
者数の割合を48.0％以上にする。
（平成27年度上半期48.0％）

・被保護者について世帯類型のうち、その他世帯として
生活保護を受けている世帯数の更なる減少を目指す。
（平成26年度　457世帯→平成29年度433世帯）

・各種事務改善や適切な予算措置を国、東京都に要請す
る。

医療扶助適正実施推進事業

・後発医薬品の使用を促進し、数量シェアを80.0％を
維持する。

・他法他施策の未利用者及び継続利用者の手続き支援を
行う。

・長期入院患者等の退院手続きや、施設または居宅生活
への移行を支援する。

相談支援の充実と連携強化
基幹相談支援センターを軸とした地域生活支援拠点の面
的整備を進める。
（第5期東村山市障害福祉計画）
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

8
障害支援

課
総計 A

●令和元年度の新規就労者数は44名であり、目標を達
成した。

・障害者就労支援室と定期的な協議をし、目標管理や関
係所管との連絡会を行った。

9
健康増進

課
総計 B

●特定健診対象者数25,058人、受診者数  11,717
人、受診率46.8％
内、集団健診受診者数0人※新型コロナウイルス感染症
の感染拡大防止のため中止。

●特定保健指導対象者 1,177人※特定保健指導実施率
未確定（確定１１月）

10
健康増進

課
総計 A

●市内の生活支援活動団体7団体に対し、補助金交付を
実施した。

11
健康増進

課
総計 A

●令和元年4月1日付で社会福祉協議会に第1層生活支
援コーディネーターを1名配置した。

●定例会議を12回、活動振り返りや、課題解決に向け
た研修を2回、社会参加をテーマにした研修を2回実施
した。

12
健康増進

課
総計 A

●認知症初期集中支援チームと認知症コーディネーター
及び支援者である地域包括支援センターとともに、6
ケースについて事前カンファレンスを実施し、連携強化
を図った。

特定健康診査受診率・特定保健指導利用率
向上事業

・特定健康診査受診率52％以上

・特定保健指導実施率35％以上
（東村山市国民健康保険第三期特定健康診査等実施計
画）

障害者就労支援事業
40名の障害者の一般就労を達成する。
（第5期東村山市障害福祉計画）

認知症初期集中支援チームの設置
認知症初期集中支援チームと認知症支援コーディネー
ターおよび地域包括支援センターの連携強化を図る。

高齢者見守り事業
高齢者の見守りを含めた、地域における支え合いを行う
生活支援活動団体に対して補助を行う。

地域包括支援センターの体制強化
地域包括支援センターに配置している第2層生活支援
コーディネーターに対する支援技術の向上を図る。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

13
健康増進

課
総計 A

●在宅療養支援窓口会議を6回開催した。

●医療・介護関係者の連携強化を目的とした多職種連携
研修を3回実施した。（参加者288名）

●市民への普及啓発として、「在宅医療・介護情報の一
覧」を作成し、市窓口、地域包括支援センターにて配布
を開始した。また市ホームページにも掲載した。

●三師会、市内病院の協力、地域包括支援センター、在
宅医療コーディネーターと協働し、市民健康のつどいに
て相談（98名）、展示（239名）を実施した。

14
健康増進

課
総計 A

●令和2年3月に、東村山市自殺対策推進計画（計画年
度令和2年度～令和6年度）を策定した。

15
健康増進

課
総計 A

●受診者数347人（平成30年度受診者数：281人）

●実施期間を1か月延長し、令和元年6月～10月末まで
とした。

※令和2年3月に予定していた胃がん検診検討会は、新
型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した。

16
健康増進

課
総計 A

●大腸がん検診受診者数5,665人、受診率10.1％（平
成30年度受診率：8.5％）

●がん検診実施医療機関医師を構成員とする精度管理に
関する検討会「がん検診に関する検討会」を令和元年
10月に実施した。

17
健康増進

課
総計 A

●薬剤師会と調整の上、令和2年2月に薬事コーディ
ネーターを配置した。

●関係医療機関に、発災時の連絡手段として優先電話を
配付した。

災害時応急活動体制の強化

・薬事コーディネーターを配置する。

・緊急医療救護所の設置を迅速に行うため、連絡手段を
確保する。

在宅療養支援窓口の設置 在宅療養支援窓口のバックアップ体制を強化する。

自殺対策推進事業 令和元年12月を目途に自殺対策計画の策定を行う。

胃がんリスク検診事業
平成28年度に導入した胃がんリスク検診を引き続き実
施し、事業のあり方等についての検討会を実施する。

がん予防対策事業 がん検診の受診率向上と精度管理を向上させる。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

18
健康増進

課
行革 B

●特定健診：受診率46.8％（平成30年度受診率：
49.6％）

●特定保健指導実施率：未確定（確定11月）

・新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、集団
特定健康診査を中止とし、受診率が低下した。

19
保険年金

課
行革 A

●繰入金は決算値で10億3,039万7,136円。目標であ
る繰入金の割合は3.6%と目標を達成した。

20
保険年金

課
行革 A

●単一事業者による業務委託を実現し、各業務連携を強
化し、窓口サービスの利便性向上と業務の効率化を実現
した。

21
保険年金

課
行革 A

●臨戸徴収を実施し、徴収率向上に努めた。

●徴収率99.0％と目標を達成した。

ワンストップサービス機能の導入
転入、転出に関する一連の手続きについて現状の整理を
し、手続きのあり方について検討する。

国民健康保険事業特別会計の健全化
特定健康診査受診率52％以上及び特定保健指導実施率
35％以上

後期高齢者医療保険料徴収率の維持・向上
（平成28・29年度平均98.6％）

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童
クラブ使用料・保育所の利用者負担（保育
料）徴収率の維持・向上の取り組み

国民健康保険事業特別会計の健全化
標準財政規模に対する一般会計からの基準外繰入額と国
民健康保険事業運営基金からの繰入金の割合を5.0%以
下とする。
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【子ども家庭部長　　瀬川　哲】

人員 210人 10,666,712千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
子ども
政策課

その他 A

●子ども子育て会議を6回開催し、第2期東村山市子ど
も・子育て支援事業計画を策定した。
・策定にあたっては、パブリックコメントを実施し、市
民の意見を反映させた。

2

子ども保
健・給付

課
（子育て
支援課）

総計 A

●専任の母子保健コーディネーターを配置し、子育て応
援ギフトの配付、妊婦へのフォロー電話、妊産婦相談電
話及び土曜日の妊婦面接を通した相談しやすい体制つく
りを行った結果、令和元年度の面接率は95.0％を達成
する見込みであった。
※令和２年２月下旬以降、新型コロナウイルス感染症へ
の不安から、対象者が面接を辞退する事例が相次ぎ、
94.2％となった。

3

子ども保
健・給付

課
（子育て
支援課）

総計 A
●令和元年度の受診率は35.0%となり、目標を達成し
た。

4

子ども保
健・給付

課
（子育て
支援課）

総計 A
●令和元年度の受診率は96.7%となり、目標を達成し
た。

第2期東村山市子ども・子育て支援事業計画（計画期
間：令和2年度～令和6年度）の策定

項　目 目　標

部の目標 すべての子どもが健やかに育つまちをめざし　子育て施策のさらなる充実をはかる

部の概要 予算規模

令和元年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現

ゆりかご・ひがしむらやま事業
母子健康手帳交付者の95.0%以上に面談を実施する
等、切れ目のない相談支援体制の構築を図る。

妊婦歯科健康診査の個別化
母子健康手帳交付者の35.0％以上が妊婦歯科健康診査
を受診できるよう、妊婦自身の歯科保健意識等の向上を
図る。

新生児聴覚検査助成事業
3から4か月児健康診査対象者の92.0％以上が新生児聴
覚検査を受診できるよう、周知等必要な支援を行い、難
聴の早期発見・早期療育を図る。

第2期東村山市子ども・子育て支援事業計画
の策定に向けた取り組み

37



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

5
子ども家
庭支援セ
ンター

その他 A

●代表者会議、個別ケース検討会議については目標どお
り開催した。（実務者会議（第四回）については、開催
の準備を行ったものの、新型コロナウイルス感染拡大の
影響により中止とした。）

●個別ケース検討会議や援助方針会議等で支援方針を検
討し、適切な進行管理を行った。
・要保護児童対策地域協議会にて、情報共有や支援方針
の検討、また、児童相談所をはじめとする関係諸機関と
役割分担を行い、支援方針に沿った適切な進行管理を
行った。

6

保育幼稚
園課

（子ども
育成課）

総計 A
●市内私立幼稚園であるしらぎく幼稚園が幼稚園型認定
こども園に移行し、1号児の教育環境の充実を図ると同
時に、2号児30名、3号児10名の受け入れを行った。

7

保育幼稚
園課

（子ども
育成課）

総計 A
●市内私立幼稚園3施設で本補助事業の活用され、保育
所と同程度の預かり時間の提供が図られた。

8

保育幼稚
園課

（子ども
育成課）

総計 A
●私立保育園長会等において、当該事業の内容について
周知を図る等、事業の活用を促進し、保育人材の確保に
向けた支援を行った。

9

保育幼稚
園課

（子ども
育成課）

総計 A
●医療的ケア児のために、保育所で雇用した看護師の賃
金を補助することで、医療的ケア児受け入れに対する支
援を行った。

認定こども園施設整備支援事業
市内幼稚園の認定こども園化を支援することにより、幼
児教育の充実を図る。

医療的ケア児支援事業
医療的ケア児の受け入れを行う保育所に対し支援を行
い、医療的ケア児の受入れに向けた保育体制の充実を図
る。

保育従事職員宿舎借り上げ支援事業
保育士等の住まい（宿舎）を借り上げる保育事業者等に
対し、都制度を活用した補助を実施し、保育園等におけ
る保育人材の確保を支援する。

「要保護児童対策地域協議会」の連携強化
・代表者会議の開催　1回／年
・実務者会議の開催　4回／年
・個別ケース検討会議の開催　適宜

私立幼稚園預かり保育補助事業
預かり保育ニーズへの対応等に向けた制度運営を行い、
市内幼稚園の預かり保育の充実を図る。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

10

保育幼稚
園課

（子ども
育成課）

総計

行革
A

●三者協議や保護者アンケートを実施し、民間移管後の
施設と保護者との信頼関係の醸成に寄与した。また、第
二保育園における経過措置についても、在園児10名に
対して保育の提供を継続した。

11

保育幼稚
園課

（子ども
育成課）

総計 A

●認可外保育施設等を利用する保護者に対して事業の内
容等について周知を図るとともに、月額1万円及び多子
負担軽減補助金の保育料補助を行い、保護者の負担軽減
に努めた。
多子負担軽減補助金については、令和元年10月から開
始された幼児教育・保育の無償化に合わせ、保育認定や
世帯の状況などによって補助金額の増額（第2子2千円
→1万5千円、第3子2千円→3万円）と多子の数え方の
見直しを行うなど、対象者の拡大を行った。

12

保育幼稚
園課

（子ども
育成課）

総計 A
●私立幼稚園等を利用する保護者に対して補助事業の周
知を行い、補助事業の活用を促し、保護者負担の軽減に
努めた。

13

保育幼稚
園課

（子ども
育成課）

行革 B

●電話による催告を実施する等、滞納者との接触の機会
の確保に努めるとともに、収納課等と会議を行い、一
定、問題整理等を行った。

【実績】
令和元年度徴収率：97.5％

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童
クラブ使用料・保育所の利用者負担（保育
料）徴収率の維持・向上の取り組み

保育所の利用者負担（保育料）徴収率の維持・向上を図
り、適切な債権の管理に取り組む。
（平成28・29年度平均98.7%）

公立保育所の民間移管による保育所整備事
業

公立保育園の民間移管に伴う経過措置の実
施

民間移管後も引き続き、公立保育所民間移管ガイドライ
ンに基づく支援を実施するとともに、第二保育園におけ
る経過措置を実施し、保育の質の維持・向上を図る。

認可外保育施設等保育料補助金事業
国・都の幼児教育無償化に係る動きを踏まえ、認可外保
育施設を利用する保護者の負担軽減を図る。

私立幼稚園等園児保護者の負担軽減
教育・保育を利用する未就学児がいる世帯に対し、経済
的な負担軽減に取り組む。

39



No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

14 児童課 総計 A

●回田小・大岱小・秋津小・北山小の4校に学校施設を
活用した児童クラブの整備を行い、令和2年4月1日に
開設するための準備が完了した。

・児童クラブとして使用するために必要な機能等につい
て精査・検討のうえ、工事を行った。

・学校教育に影響が出ないよう、学校側と調整を行っ
た。

・工事に際しては、学校を通じ保護者への周知を行っ
た。

15 児童課 行革 B

●「東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会」におい
て、今後の児童館・児童クラブの安定的な運営のため、
市が担うべき役割等について検討を行ってきたが、検討
会からの意向を踏まえ、令和2年度も引き続き検討を継
続することになった。

●令和元年9月5日に学校施設内に整備する児童クラブ
の運営について検討会より中間報告の提出があった。

・平成31年4月に外部有識者、保護者等を委員に含
む、東村山市児童館・児童クラブ運営等検討会を設置し
た。
・令和元年度4回開催した（令和元年6月5日、7月25
日、9月3日、令和2年2月20日）。

16 児童課 行革 B

●以下の取り組みを行ったが、児童クラブ使用料徴収率
は98.0%となった。
・児童クラブ使用料の徴収率向上のため、口座振り込み
のお願いを行っている。また、滞納があった方について
は、督促状や催告書を発送しているほか、児童手当から
の特別徴収を行った。
・過年度分の滞納者に対しても電話催告のほか、臨戸徴
収を行うなど取り組みを行った。

児童館・児童クラブの運営体制の見直し

・外部有識者、保護者等を交え、今後の児童館・児童ク
ラブの安定的な運営のため、市が公立施設として担うべ
き役割等について検討する。

・上記の検討結果等に基づき、今後の運営等について方
針を定める。

児童クラブの整備

現状において、施設規模を大きく上回る受け入れを行っ
ている回田小・大岱小・秋津小・北山小の4校につい
て、令和2年4月の新規開設に向け、学校施設を活用し
た児童クラブの整備を行う。

後期高齢者医療保険料・介護保険料・児童
クラブ使用料・保育所の利用者負担（保育
料）徴収率の維持・向上の取り組み

児童クラブ使用料徴収率の維持・向上
（平成28・29年度平均98.9%）

40



【資源循環部長　　大西　岳宏】

人員 28人 2,187,360千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
廃棄物総
務課

その他 A

●職場の環境づくりを行ったことで、職員の健康維持及
び公務災害防止に繋げることが出来た。
・作業環境測定を令和元年10月・令和2年2月に実施し
た結果、適切であった。
・安全衛生小委員会を平成31年4月及び令和2年2月に
実施した。令和元年7月に東村山消防署職員を講師にお
招きして、「熱中症予防・応急処置」講座を実施、また
令和元年8月に職場巡視を実施した。
・雨天時以外は毎朝ラジオ体操を実施した。

2
廃棄物総
務課

その他 A

●市民意見の把握や排出されるごみの性状確認等をする
ことが出来た。
・令和元年11月2日、17日・12月8日の3回、市民
ワークショップを開催した。
・令和元年8月7日から8月28日まで、市民アンケート
調査を実施した。
・令和元年10月1日から10月28日まで、市内一般家
庭等から排出されるごみの性状を把握するため、ごみ排
出状況調査を実施した。
・令和元年10月28日、令和2年2月19日に廃棄物減量
等審議会を開催し、令和元年度の取り組みと令和2年度
の策定スケジュール等を報告した。

3
ごみ減量
推進課

行革 A
●令和2年3月末まで21件の売却が完了し、順調に売却
が進んだ。

項　目 目　標

施設内作業等における職員の安全管理
職員の健康増進や維持管理及び公務災害が起こらないよ
う、職場の環境づくりを行う。

市有財産の整理・売却・活用
戸別回収により役割を終えたごみ集積所の売却・活用を
行う。

東村山市一般廃棄物処理基本計画の改定
現行の東村山市一般廃棄物処理基本計画の計画期間が令
和2年度までであることから、令和3年度を始期とする
次期計画の策定に向けた取り組みを進める。

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現
部の目標 市民目線のごみ処理の実現
部の概要 予算規模

令和元年度目標管理シート
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

4

秋水園施
設整備課
（施設
課）

総計 A

●令和元年8月に開催したごみ処理施設整備計画推進本
部にて基本方針素案を作成し、市民説明会を7回開催し
た（参加者延べ265人）。

●市民説明会終了後に開催した推進本部にて、基本方針
案を作成し、パブリックコメントを実施した（意見数
8）。

●令和元年12月に、基本方針を策定し公表した。

ごみ処理施設更新の検討 ごみ処理施設整備の基本方針策定
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【まちづくり部長　　粕谷　裕司】

人員 57人
一般会計　　　4,769,534千円
下水道特別会計4,306,917千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
都市計画

課
総計 A

●沿道の地区計画策定に向けて、基礎的な調査を行っ
た。
・対象地及びその周辺の土地利用の状況を調査した。
・今後実施する土地利用等意向調査の進め方を検討し
た。

2
都市計画

課
総計 A

●地方創生及び工場等立地に関する基礎的な調査を行っ
た。
・地方創生に向けた都市計画面での対応の方向性を検討
した。
・工場等の立地について、現況を調査し、課題等を整理
した。

3
まちづく
り推進課

総計 A

●東西の駅前広場を常時往来できる方策について、関係
機関との協議を令和元年5月、8月、令和2年3月の年3
回実施した。

●市民ニーズ等を踏まえ高架下活用方策について検討を
行った。

●東口駅前広場再整備等についても検討を行った。
・高架下活用方策の検討にあたって、市民で組織するま
ちづくり団体と意見交換を行うとともに、高架下空間の
活用に関する庁内意向調査を実施した。
・令和元年7月、同年11月、令和2年3月に東村山駅周
辺まちづくりニュースを発行した。

令和元年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現

地区計画の誘導
東村山都市計画道路3・4・5号線、3・4・10号線及び
3・4・31号線の一部区域について、沿道の地区計画策
定に向けて状況把握を行う。

地方創生推進のためのまちづくり検討
東村山市内の工場等立地に関する土地利用上の課題を整
理し、都市計画による解決方法を検討する。

部の目標 生活充実都市にふさわしい、みどりと都市機能が調和したまちづくり

部の概要 予算規模

項　目 目　標

東村山駅周辺まちづくり
東西の駅前広場を常時往来できる方策について、関係機
関と協議を行うと共に、高架下活用方策や東口駅前広場
再整備等について検討を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

4
まちづく
り推進課

総計 A
●踏切部及び南側歩道部の拡幅について、東京都及び鉄
道事業者に対して取り組み促進に向けた働き掛けを行っ
た。

5
まちづく
り推進課

総計 A

●令和元年5月、10月、令和2年2月に秋津駅南まちづ
くり推進協議会事務局会議を3回開催した。

●協議会が活用するまちづくり調査支援事業について支
援を行った。
・協議会の会議に出席し助言等を行った。

6
まちづく
り推進課

総計 A

●（新規区間）道路予備設計等を行うとともに、関係機
関と協議・調整を行い、令和元年12月20日に都市計画
事業認可を取得した。

●都市計画事業認可取得後、用地課主催で関係権利者を
対象に用地補償説明会を開催した。

7
まちづく
り推進課

総計 A

●道路予備設計等を行うとともに、関係機関と協議・調
整を行い、令和2年1月17日に都市計画事業認可を取得
した。

●都市計画事業認可取得後、用地課主催で関係権利者を
対象に用地補償説明会を開催した。

8
まちづく
り推進課

総計 A

●道路予備設計等を行うとともに、関係機関と協議・調
整を行い、令和2年1月17日に都市計画事業認可を取得
した。

●都市計画事業認可取得後、用地課主催で関係権利者を
対象に用地補償説明会を開催した。

久米川第1号踏切道拡幅事業
踏切部及び南側歩道部の拡幅について、東京都及び鉄道
事業者の取り組み促進に向けた働き掛けを行う。

秋津駅・新秋津駅周辺まちづくり
秋津駅南まちづくり推進協議会との勉強会を行うと共
に、協議会が活用するまちづくり調査支援事業を支援す
る。

都市計画道路3・4・10号線整備事業
道路予備設計等を行うとともに、関係機関との協議を行
い、事業認可を取得する。

都市計画道路3・4・5号線整備事業
（新規区間）道路予備設計等を行うとともに、関係機関
との協議を行い、事業認可を取得する。

都市計画道路3・4・31号線整備事業
道路予備設計等を行うとともに、関係機関との協議を行
い、事業認可を取得する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

9
まちづく
り推進課

総計 A
●事業化が促進されるよう、鉄道事業者に対して要望を
行った。

10
まちづく
り推進課

総計 A
●鉄道事業者と取り組み状況等について情報共有を行っ
た。

11
市街地整
備課

総計 B

●継続区間の電線共同溝整備及び補償代行工事は、令和
元年11月に完了した。

●新規区間の道路・橋梁予備修正設計は、令和2年3月
に完了し、事業認可を令和元年12月に取得した。電線
共同溝予備修正設計は、前提となる道路設計の関係機関
協議に時間を要した為、完了には至らなかった。

12
市街地整
備課

総計 A
●道路築造、道路照明整備工事及び安全施設設置工事
は、令和元年7月に完了し、全線供用開始を令和元年7
月末に行った。

13
市街地整
備課

総計 A
●道路・電線共同溝予備設計は、令和2年2月に完了し
た。

14 用地課 総計 B

●移転工程を明らかにしたが、年度内の更地化、引き渡
しには至らなかった。

・移転促進に向けて、関係人と十分に折衝を行ってきた
が、移転先の事情により遅れが出ている。

都市計画道路3・4・27号線整備事業
道路築造、道路照明整備工事及び安全施設設置工事を完
了させ、全線供用開始を行う。

道路拡幅事業
都市計画道路3・4・9号線及び市道第280号線1の道
路・電線共同溝予備設計を完了させる。

鉄道沿い道路の整備
新鉄付3の2件の移転促進を図り、更地化、引渡し目安
を年度内とする。

駅エレベータ等設置事業
西武遊園地駅へのエレベーター設置等について、鉄道事
業者に事業化に向けた要望を行う。

駅構内の安全対策 鉄道事業者の取り組みに連携して対応する。

都市計画道路3・4・5号線整備事業

・継続区間の電線共同溝整備工事及び補償代行工事を完
了させる。

・新規区間の道路・橋梁・電線共同溝予備修正設計を完
了させ、事業認可を取得する。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

15 用地課 総計 B

●事業中区間（継続区間）においては、未取得用地8件
のうち4件の契約を完了した。

・残る未取得用地については、契約に向けて折衝を行
い、並行して事業認定取得の検討を行った。

●新規区間については、令和元年12月20日に事業認可
を取得し、令和2年1月26日に用地補償説明会を開催し
た。

16 用地課 総計 A
●令和2年1月17日に事業認可を取得し、令和2年2月
11日及び20日に用地補償説明会を開催した。

17 用地課 総計 A
●令和2年1月17日に事業認可を取得し、令和2年2月
20日に用地補償説明会を開催した。

18
みどりと
公園課

総計 B

●事業用地の公有地化には至らなかったが、北山公園の
整備の方向性については、一定の理解が得られた。

・北山公園整備事業計画（案）を提示し、一定の理解を
得られた。

19
みどりと
公園課

行革 A

●北山公園の菖蒲管理と同一の事業者が北山公園管理人
業務を受託していることで、指揮命令系統が一本化され
ており、継続的に業務効率が向上した。

●公園の管理方法について、先進自治体に関する調査や
関係者へのヒアリング等を行った。

●「公園管理のあり方」、「効果的な公園管理のしく
み」について検討し、課題の整理を行った。

公共資産（公園）の維持管理のあり方検討
北山公園施設管理について、管理業務委託の実施に伴う
検証を引き続き行う。また、市内公園の一括管理委託な
どの管理方法の検討を進める。

都市計画道路3・4・10号線整備事業 事業認可後、速やかに用地補償説明会を開催する。

都市計画道路3・4・31号線整備事業 事業認可後、速やかに用地補償説明会を開催する。

都市計画道路3・4・5号線整備事業
事業中区間（継続区間）の用地取得を完了する。
新規区間については事業認可後、速やかに用地補償説明
会を開催する。

北山公園整備事業
事業用地の公有地化のため、地権者の方と合意形成に向
けた折衝を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

20
道路河川

課
総計 A

●河川監視システム保守委託を当初契約にて締結した。
・1年間を通じて安定稼働していたことを確認した。

21
道路河川

課
総計 A

●平成31年4月に業務発注し、予定通り令和2年1月に
検討業務を完了させた。
・短中期的取組として、徳蔵寺橋付近のバイパス検討、
長期的取組として河川整備検討を実施した。

22
道路河川

課
総計 A

●令和元年5月に業務発注し、予定通り令和2年2月に
設計業務を完了させた。
・市道第280号線1及び都市計画道路3･4･9号線につ
いては、引き続き道路及び電線共同溝の設計を令和2年
度に実施予定。

23
道路河川

課
総計 A

●補助道第7号線と市道第447号線7の道路改良工事を
完了させた。

●市道第718号線（新秋津駅前広場）の補足設計を完
了させた。

24
道路河川

課
総計 B

●年度末までに工事の出来高が上がらず、令和2年度に
繰越手続きを行った。

・台風19号による災害対応がＪＲ側で発生したため、
耐震補強工事の進捗に遅延が発生した。

25
道路河川

課
総計 A ●6路線の調査を完了させた。法定公共物調査・整理事業 整理可能な法定公共物の占用状況の調査を実施する。

ＪＲ武蔵野線道路橋耐震補強事業
ＪＲ武蔵野線道路橋耐震補強事業として、下記の委託事
業を実施する。
　　武蔵野線宮前陸橋耐震補強工事委託

道路改良事業

・道路改良工事（2路線）を実施する。
　　補助道第7号線
　　市道第447号線7

・道路改良工事に向けた補足設計（1路線）を実施す
る。

災害時応急活動体制の強化
・前川溢水被害の減災対応として、下記の業務を実施す
る。
　　河川監視システム保守委託

道路拡幅事業

・道路拡幅工事に向けた、道路及び電線共同溝の設計を
実施する。
　　市道第81号線1
　　市道第280号線1及び都市計画道路3･4･9号線

前川流域溢水対策事業
・前川流域の溢水対策事業として、下記の業務委託を実
施する。
　　前川護岸改修工事等検討業務委託
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

26
道路河川

課
行革 A

●2件の払下げを完了させた。

・都市計画道路3・4・5号線整備事業に伴う廃道敷の
払下げ。（令和2年3月26日契約済）

27 下水道課 総計 A

●当該排水区1.45haについて公共下水道（雨水）管を
整備した。
・令和元年5月13日に都市づくり公社と施工業者が契
約し、令和2年2月21日に完了した。

●当該排水区0.22haについて公共下水道（雨水）管の
実施設計を行った。
・令和元年8月28日に都市づくり公社と設計会社が契
約し、令和2年2月6日に完了した。

28 下水道課 総計 A

●当該排水区0.25haについて公共下水道（雨水）管の
実施設計を行った。
・令和元年8月8日に都市づくり公社と設計会社が契約
し、令和2年2月10日に完了した。

29 下水道課 総計 B

●令和元年9月26日、11月13日と2回工事発注を行っ
たが入札不調であった。
年度内に工事が完了することが出来ないため事業を取り
やめ、令和2年度実施予定とした。

●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管移設の実
施設計を行った。
・令和元年9月10日に都市づくり公社と設計会社が契
約し、令和2年2月28日に完了した。

黒目川流域下水道雨水整備事業
都市計画道路3･4･5号線整備事業の進捗に合わせ、「黒
目川第六排水分区」で排水面積0.26haについて公共下
水道（雨水）管の実施設計を行う。

都市計画道路3・3・8号線公共下水道（汚
水）整備事業

・都市計画道路3･3･8号線整備事業の進捗に合わせ、公
共下水道（汚水）管を布設する

・令和2年度工事予定箇所の実施設計を行う。

空堀川流域下水道雨水整備事業

・都市計画道路3･3･8号線整備事業に先立ち「空堀川左
岸第二排水区（その2）」で公共下水道（雨水）管を
120m布設する。

・都市計画道路3･4･11号線整備事業に先立ち「空堀川
右岸第三排水区（その2）」で排水面積0.20haについ
て公共下水道（雨水）管の実施設計を行う。

市有財産の整理・売却・活用 整理可能な法定公共物の整理・売却・活用を行う。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

30 下水道課 総計 A

●道路整備計画に伴い、公共下水道（汚水）管移設の実
施設計を行った。
・令和元年8月28日に都市づくり公社と設計会社が契
約し、令和2年2月6日に完了した。

31 下水道課 総計 A

●耐震化工事の実施箇所を特定し98箇所可とう性化工
事を実施した。
・令和元年7月22日に都市づくり公社と施工業者が契
約し、令和2年1月15日に完了した。

32 下水道課 総計 B

●令和元年9月26日、11月13日と2回工事発注を行っ
たが入札不調であった。
年度内に工事を完了することが出来ないため事業を取り
やめた。

33 下水道課 行革 A

●令和2年4月の公営企業会計移行期限に向け、公営企
業会計システムの導入、固定資産台帳の作成、条例及び
規則の制定など、公営企業会計移行事務が滞りなく完了
した。

下水道事業特別会計の健全化 公営企業会計への移行による安定経営の推進。

都市計画道路3・4・5号線整備事業
都市計画道路3･4･5号線整備事業の進捗に合わせ、公共
下水道（汚水）管を布設する。

下水道総合地震対策事業
「下水道総合地震対策計画」に基づき、平成29年度の
調査結果を踏まえ、耐震化工事を行う。

都市計画道路3・4・11号線公共下水道
（汚水）整備事業

令和2年度工事予定箇所の実施設計を行う。

49



50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



【教育部長　　田中　宏幸】

人員 120人 2,291,151千円

【具体的な取り組み】

No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題

1
教育総務

課
その他 A

●令和元年9月に中学校7校の屋内運動場の現状及び空
調設備設置の実現性や効果についての調査が完了し、今
後の空調設置に向けた検討材料を得ることが出来た。

・平成31年4月に入札を行い、令和元年9月に調査が完
了した。

2 学務課 その他 A

●令和元年11月1日より令和2年1月31日までの期間
に15校で試食会を行った。
●食材本来の味を生かした栄養バランスの取れた給食で
あることをより理解してもらうことが必要である。
・アンケートの結果、「試食してよかった」は92.3％
であったが、味については「おいしい」が61.6％で
あった。

3 指導室 総計 A ●市立小学校全校に校務支援システムを導入した。

4 指導室 総計 A

●回田小学校で4回、青葉小学校で6回、学校運営協議
会を開催した。
・市立小・中学校、保護者、地域に事業の趣旨をご理解
いただき、実施校を拡充することが課題である。

項　目 目　標

部の概要 予算規模

令和元年度目標管理シート

市の目標 将来都市像「人と人　人とみどりが響きあい　笑顔あふれる　東村山」の実現
部の目標 安心で楽しく学べる学校づくりと市民満足度を高める生涯学習

中学校屋内運動場空調設備調査事業
中学校屋内運動場の現状を調査し、空調設置の実現性や
効果について把握する。

コミュニティ・スクールの導入

「東村山市型コミュニティ・スクール」を導入している
市立小学校2校において、「東村山市型学校運営協議
会」を開催することで、学校と保護者、地域住民等が一
体となって学校運営の改善並びに児童・生徒の健全育成
に取り組む。

中学校給食（スクールランチ）試食会の実
施

中学校給食（スクールランチ）への理解促進の取組みと
して、市内小学校15校の6年生を対象に試食会を行う。

成績処理支援システムの導入
東村山市立小学校において成績処理支援システムの導入
に向けた準備を進める。
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No. 課名
総計・
行革・
その他

評価 成果又は課題項　目 目　標

5
子ども・
教育支援

課
総計 A

●準備委員会を令和元年8月、11月と2回開催し、開級
に向けた検討を行った。

●中学校への設置については、東村山第四中学校への開
級を決定した。

・自閉症・情緒障害特別支援学級に関する基礎知識を共
有、必要な支援(指導面や施設面)を確認し、青梅市への
視察を行った。

・施設面の見通しもついたことから令和4年4月の東村
山第四中学校への開級に向けた検討・準備を行うことと
した。

6
子ども・
教育支援

課
総計 A

●不登校等児童・生徒個人支援票を刷新しスクールソー
シャルワーカーと小・中学校との連携及び不登校に係る
情報収集を的確に行えた。これに応じて児童・生徒本人
や家族、関係機関に働きかけを行った。
・スクールソーシャルワーカー対応件数、225件、
3573回

●希望学級指導員に対する研修会を実施した。

●希望学級が企画する不登校に係る講演会・研修会を実
施した。
・希望学級指導員研修会計6回
・市民向け、教員向け、希望学級利用者向けに計3回、
うち1回は不登校に係る親の会との協働事業で実施。
・希望学級登録人数122名

●希望学級分室ほーぷを運営し、希望学級にも通級しに
くい児童・生徒を支援した。
・ほーぷ登録人数8名

不登校対策事業

不登校児童・生徒及びその傾向にある児童・生徒の未然
防止及び早期問題解決に向け、個々の状況に応じた対応
を図り、一人でも多くの不登校児童・生徒の状態の改善
を図る。

自閉症・情緒障害特別支援学級整備事業

特別な教育的ニーズに応じた多様な教育の場の充実を図
るために、令和3年4月の萩山小学校への開級に向けた
検討・準備を行う。併せて、中学校への設置についてに
方向性を決定する。
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7
社会教育

課
総計 A

●令和元年11月23日・24日に八国山芸術祭を開催
し、文化芸術活動に取り組んでいる児童・生徒の日頃の
成果を発表する機会を創出した。（ホール：23日、展
示：23・24日）

・来場者は延べ1,110人であった。

・部活動の発表の他、作品の展示においては、都立特別
支援学校、市内小・中学校特別支援学級の児童・生徒の
作品展示を2日間行うことで多くの市民の方に披露する
ことができた。

・東京2020オリンピック・パラリンピックにおいて、
中国のホストタウンであることから、諸外国の方々に
オープニングでラインダンスを披露していただきオリン
ピック・パラリンピックの気運醸成を図った。

8 図書館 その他 A

●オリンピック・パラリンピックの理解促進をテーマと
した図書展示を全館で実施した。

・常設展示書架のある中央館は年間で3回の展示替えを
行い、地区館は各館で2～5回の展示を実施した。

●学校に対しては、オリンピック・パラリンピック関連
資料の貸出や調べ学習に活用できるワークシートの提供
等の支援を行った。

・夏休み期間には、ワークシートを使った調べ学習事業
「調べよう！オリンピック・パラリンピック」(小・中
学生対象）を各図書館で実施した。

・事業周知は市報・ホームページ等のほか、学校を通し
て対象の児童にチラシを配布した。

八国山芸術祭
市内の文化・芸術活動に取り組める環境を一層充実さ
せ、学習成果を発表するための機会創出の一環として
「八国山芸術祭」を3年ごとに開催する。

オリンピック・パラリンピック理解促進

・東京2020オリンピック・パラリンピックに向けて、
各種理解促進事業を行う。

・学校でのオリンピック・パラリンピック教育への資料
提供等の支援を行う。
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9 公民館 行革 A

●公民館運営審議会での審議を踏まえ、令和2年度に、
市内事業者と協働で廻田公民館の立地を生かした市民講
座を事業化した。

●公金管理の適正化を図るためセルフレジの導入につい
て研究を行った。

10
ふるさと
歴史館

総計 A

●「下宅部遺跡出土品」392点が令和2年度に国の重要
文化財に指定される予定である。
●以下の取り組みを行った。
・下宅部遺跡出土品調査カード作成
・考古と自然のコラボ講座を5回開催、1回は新型コロ
ナウイルス感染症の感染拡大防止のため中止
・東村山考古学講演会1回開催、2回は新型コロナウイ
ルス対策で中止
・市職員への説明会実施
・市外の歴史館等へ資料貸し出し（4件）し、市ホーム
ページ等で周知した。

下宅部遺跡出土漆工資料の国重要文化財指
定に向けた取り組み

国重要文化財指定候補である、「国重要考古資料」に選
定されている下宅部遺跡跡漆工関連遺物等の資料につい
て、当該指定に向けたさらなる取り組みを推進するとと
もに、市民や市職員の下宅部遺跡への理解、認識を深め
る。

公民館の運営形態の見直し
多様化する利用者のニーズに対応できる公民館のあり
方・運営形態を検討すると共に、一層の公金管理の適正
化手法について研究を進める。
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